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アンガージュマンとはフランス語で社会参加という意

2009年10月のアンガージュマンの予定2009年10月のアンガージュマンの予定
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※は閉室の印ですが
事業により行います

さかのうへのたはごと　　神無月　　島田徳隆さかのうへのたはごと　　神無月　　島田徳隆
　今月のフリースペースは新メニュウが盛りだくさん。
囲碁やバスケットボール、パン作りもやってみます！
　ピクニックランチはみんなで出かけて、外でお昼を
食べようという企画。秋空の下で楽しく食べよう!　さ
らに今月は商店街のイベント｢収穫祭｣もお手伝いくだ
さいね。ハロウィンはもちろん仮装アリ!　飾りつけも
しないと。もちろん、どれに参加するかは、自分次第。
いそがしい人たちを横目に、まったり昼寝・・・なん
てのも・・・GOOD！

今月の予定
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第７回
就労支援
フォーラム

amは10：30～
pmは1:30～

今
月
の
予
定
　　　　　　 11日　山形物産市 (はるかぜ書店前）
　　　              アンガージュマン親の会＆未来･ウィル・ＤＡＤ
　　　　 19～21日　収穫祭・山形物産市(上町商盛会）
       毎週金曜日　1:00～　リエゾン団 集会 (はるかぜ２Ｆ）
                    

　温泉めぐりが趣味な小生であります。といっても、世界はおろか日本全国を旅するわけでもないという

ディープな温泉めぐりです。どうディープかというと、熱海～伊東間の温泉をほぼ定点観測する感じ。久

し振りに連休だったので、シルバーウィークとやらを温泉めぐりに費やしてみました。今回訪れたのは伊

東の大東館という宿の日帰り入浴と伊東で最も由緒のある和田の湯という共同浴場。大東館は以前、行っ

たことがある旅館です。今回改めてホームページを見ると横須賀に縁のある旅館で、先代の親が走水の特

別養護老人ホーム｢シャローム｣を作った方。その一言で再訪を決意した、という単純明快な理由でした。

職業柄｢篤志家｣に敏感になっておりまして…(共感するということです･笑)。

　もう一つの和田の湯というのは時折訪れるところなのですが、地元の人で混んでいるのであまり行かな

いのです。久し振りに近くを歩いたら施設が新しくなっており、ついフラッと…。案の定、地元の人で混

んでおりましたが、小生のようなよそ者はあまり長居すると湯あたりを起こすので、サッと入ってサッと

出た方がよいのです。伊東の共同浴場はどこも癖の無いいいお湯で、誰でも入りやすいと思います。もし

機会があれば、それぞれの特徴や思い出話、オススメなどもお話しできますから、お気軽に尋ねて下さい

ね。横須賀にも気軽に立ち寄れる町の銭湯が欲しい…。上町の銭湯(当世館)は復活しないかしら。

フリフリフリマネクストステージへ！？フリフリフリマネクストステージへ！？

　今回の誌面ももちろん石井ちゃんと島田のハイブ

リッド編集です。とはいっても、ほとんど石井ちゃん

がやってるので島田はブツブツ偉そうに指示をするだ

け。さすが事務局長！さすが編集長！！そんな名ばか

り編集長ですから、足りないことも多々あります。お

気づきの点や感想などドシドシ言って下さいね。題字

の下に連絡先あるから！！そして、編集後記は午前３

時に力尽きた石井ちゃんに代わって島田が書きまし

た。ちっとも後記になってないのはそんな理由からで

す。来月もよろしくね(しまだ)

　　　　　10月3日　就労支援フォーラム

　　　「働きたい･働けない･でも生きている･･･それが社会参加だ」　
　　　　　　　　　　　　　　　於：よこすか芸術劇場　ベイサイドポケット
　　　　　　　　　　　　　　　午後1時～4時

ぜひ　ご参加ください！
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　９月１２日(土)横浜の桜木町にある県立青少年センター別館にて第５回フリフリフリマが開催され
ました。早や、５年の月日が流れているとは思いも寄りませんでしたが、県内のＮＰＯ等が２０団体
近くも集まる、一年に一度のビッグイベントです。アンガージュマンは山形物産市とはるかぜ書店フ
リマ部、餃子を出しました。生憎の雨模様につき、お客様の出足は鈍かったようですが、館の前で工
事する現場の方々、ご近所の方々も訪れ、中々の賑わいになりました。各団体の活動を広く県民に知
ってもらうことも大きな目的ではありますが、年に一度しか顔を合わせない団体の人たちとの交流に
も大きな意味があると考えています。
　ＮＰＯというのはそれぞれちっぽけな団体です。しかし、それが２０団体近く集まると極めて多様
な個性と資源を持っていることが分かります。これをそのままにしておくのはもったいないことです。
今後はフリフリフリマだけでなく他の企画を考えても面白いものが生まれるのではないでしょうか。
それぞれがちっぽけですから日々の活動に追われててんやわんやです。無理を承知の提案ではありま
すが、面白い企画を逸するのはもったいないと思いませんか。今回の反省会では軽く提案をしてきた
のですが、軽く流されました。この記事に書いても軽く流されそうな気もしますが、もしお読みにな
った方の中で心ある方は、ぜひ企画を提案してみませんか。

　

　９月１２日(土)横浜の桜木町
にある県立青少年センター別館
にて第５回フリフリフリマが開
催されました。早や、５年の月
日が流れているとは思いも寄り
ませんでしたが、県内のＮＰＯ
等が２０団体近くも集まる、一
年に一度のビッグイベントです。
アンガージュマンは山形物産市
とはるかぜ書店フリマ部、餃子
を出しました。

 生憎の雨模様につき、お客様
の出足は鈍かったようですが、
館の前で工事する現場の方々、
ご近所の方々も訪れ、中々の賑
わいになりました。各団体の活
動を広く県民に知ってもらうこ
とも大きな目的ではありますが、
年に一度しか顔を合わせない他
団体の人たちとの交流にも大き
な意味があると考えています。
�ＮＰＯというのはそれぞれち
っぽけな団体です。しかし、そ
れが２０団体近く集まると極め

て多様な個性と資源を持ってい
ることが分かります。これをそ
のままにしておくのはもったい
ないことです。
�

今後はフリフリフリマだけでな
く他の企画を考えても面白いも
のが生まれるのではないでしょ
うか。
�それぞれがちっぽけですから
日々の活動に追われててんやわ
んやです。無理を承知の提案で
はありますが、面白い企画を逸
するのはもったいないと思いま
せんか。今回の反省会では軽く
提案をしてきたのですが、軽く
流されました。この記事に書い
ても軽く流されそうな気もしま
すが、もしお読みになった方の
中で心ある方は、ぜひ企画を提
案してみませんか。
                  

今後の展開・・・!?

5年目を迎えました！



�今月は、あばうとにボランティア体験講座から
ボランティアの方が来てくれました。来ている子
供や大人と話をしたり、講座を一緒に受けたり一
緒になってゲームをしたり折り紙を折ったりとい
ろんな事を体験して行きました。週末には、県青
少年サポートセンター別館で毎年行われているフ
リマにもお手伝いに来てくれました。
�あとフリマでは、あばうとの子供たちや大人が
参加し思い思いにフリマを楽しんでいたと思いま
す。  １０月の予定から、バスケが入りました。
�興味のある方は、気軽に参加してみて下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　（オオサキ）
�

  研修生のOさんが、卒業しまし
て新たに研修生Kさんが、はるか
ぜスタッフ見習い？？になりまし
たよ。
�はるかぜスタッフ見習い？？の
Kさんは、自分のペースを崩さな
い様にシフトをくみ、余りやらな
かった午前のシフトでは、他のス
タッフに聞いたりしながら自分な
りに試行錯誤しながら頑張ってい
ますよ。　　　　　（イシカワ)

�９月の孫の手は、以前やっ
た駐車場の草むしりをキック
オフの人を連れて行いました。
以前にやった時から一か月以
上経っていた為かなり細かい
雑草が生えていて一緒に行っ
たキックオフの人も大変だっ
たと思います。
�孫の手１０月の予定として
は、月末に上町商盛会・上町
銀座商店会イベントのお手伝
いがあります。
　興味のある方は、お手伝い
をお願いします。　(イトウ)
�

�昼食会に参加するみんなに、1種類ずつ野菜を
　持ってきてもらって、その材料でひと鍋の　　
　スープ(みそ汁etc）を作りましょう！

�　題して“みんなのお好みスープデー”
�どんな味になるのか？おたのしみに～！！　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（ミウラ)

昼食会でこんなことしてみたいんですけど！

九月のはるかぜ書店はと
　　　　　言いますと・・・

9月は みんな何してた？

　　指導要領改定に伴い、小・中学校では移行措置がとられています。
ゆとり教育からの路線変更で、数十年振り学習内容が増加しました。
特に、中学の理科の変更が顕著です。増加する量の多さ、単元そのも
のの追加、学年配当まで幅広く追加されます。（イオン・仕事・遺伝
等が復活）今年の３年生は、授業時間数の増加のない中で、学習内容
の増加で大変です。「ネクスト」でも教科書にない内容のため、プリ
ント教材で補充し対応しています。�
�　公立の中学校は期末テストや体育祭でアッという間に９月も過ぎ
てしまいました。１０月上旬で前期も終了し成績が出ます。３年生は
高校入試の資料となる調査書（内申点）は、後期の中間テスト後です
から、今回の成績を真摯に受け止め１１月に向けて、よりアップの対
策をとっていきましょう。
��ところで、学校に通ってない不登校の生徒は、この調査書（内
申）を考慮せず受験できます。（願書には、欠席日数を記入する欄も
ない）前期選抜・後期選抜とも当日の試験の結果で判定されます。　
　　１０月１７日（土）13時より総合福祉会館において「不登校生
徒・高校中退者のための進路情報相談会・不登校相談会」があります。
近隣の公立高校・私学・専修学校の先生方も来てくださいますので、
直接お話が聞けます。是非参加してみてください。詳細は、別紙にて
ご案内します。�
�　大学受験・高校受験も目指している生徒さん、進路につい
て保護者の方とも面談をしたいと思います。「授業報告書」の
申込書にてお受けしますので、よろしくお願いします。(ヤマカワ)

学習サポート　ネクストより学習サポート　ネクストより

　みんなで
　公園でサッカー

バスケットボール
ナイスシュート？

はるかぜ書店
　月曜日の彩り

チビッコたちと
たべものえほん

こころのままに･･･
　フリーダムだもの

自らの手で、自らの仕事を！　という新事業のトライアル
として、山形の美味しいものを詰め込んで、あなたのお宅
へお届けします。農作物の収穫は天候や気温に左右されま
す。そのため、セット内容に何が含まれるかは、お任せい
ただく形になります。品物の梱包や配達は、新事業に関わ
る若者が行ないます。山形の味覚を味わうことを通して、
若者の新たな試みにご協力いただけます。会員の皆様のご
利用をお願い致します。

ヨコスカ濃い目deリエゾン団　presents

山形物産宅配事業　トライアル始めます！

　　　価格　　　1セット　2000～3000円(予定)
　　　内容　　　未定　お任せしていただきます。
　　　募集期間　10月11日～
　　　お届け　　11月上旬(予定)
　詳細が決まり次第、
　　　会員の皆様には改めてお知らせいたします。

今年の夏、みんなで草取
りした田んぼのお米も届
くかも!?

連携について考える・・・そして、みんなも考えてね♪

�9月の親の会も20名を越す親御さんが集ってく
れました。話題提供として学習支援ネクストチーフ
の山川が「学ぶこと」の視点で「何時でも何処でも
学び始める大切さ」を語ってくれました。
　その後、参加者の自己紹介でそれぞれ抱えてい
る子どもや親の問題意識を交流しました。少々時
間が超過してしまいましたが、23人集れば23通り
の悩みがあることを交流できたと思います。「子ども
にはアンガージュマンで相談していることを語るこ
とが出来ません」との親御さんの苦笑が痛いほど
伝わってきました。不登校やひきこもりは年を重ね
るほど親子の煮詰まった関係、心の闇となってしま
うのですから・・・。　その後スタッフも加わりながら
自助グループの話し合いは６時近くまで続きました。
４回目の親の会を終えて、益々アンガージュマンと
自助グループの交流の必要性を痛感します。何よ
りも不登校やひきこもりに苦戦する子どもたちを理
解し支える親御さんが、笑顔でお互いの歩を讃え
られる関係を進めるためにも。
　１０月はお伝えしておりますように、第２週１１日
(日）午後１時からです。当日は山形物産市がはる
かぜ書店前で開店です、ご利用下さい。多くの方
の笑顔と出会いたいですね。お元気で。(タキタ）
�

　最近、「ネットワーク」とか「連携」、「協働」などと
様々な分野で使われる言葉に共通の意味があります。それ
は「何か」と「何か」をつなぐ、つなげることです。
�　例えば、アンガージュマンのことについて考えると、
神奈川県との協働事業がまず挙げられます。その協働事業
では県内のＮＰＯ等と就労支援ネットワーク研究委員会を
行っています。普段の活動では商店街(上町商盛会)の中で
子どもたちや若者たちが他の商店の人たちと一緒にイベン
トのお手伝いをしています。中でもはるかぜ書店は商店街
のアンテナ的な役割を果たしています。
�神奈川県教育委員会は学校とフリースクール等と連携協
議会を立ち上げ、５年目になります。アンガージュマンに
来ている子どもたちの出席等の連絡を学校長や担任らと行
っています。
�市保健所や児童相談所、市民協働推進担当などの横須賀
市とも連絡を取り合っています。
�また、本来の事業とは異なる部分もありますが、同業で
はないＮＰＯとも繋がりを持つことも増え、例えば現在は
パンフレットの製作をお願いしているところです。
�市民社会が充実したものになることこそがアンガージュ
マンの願いです。そのための一つの役割が「連携」などと
いう言葉に含まれているように思います。（シマダ）

親の会と自助グループの共同行動へ！

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来年度から新たに事業を立ち上げるにあたって８月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より、若者を中心に会議を９月３０日現在４回行っ
てきました。それぞれの考えや新事業への思いを語り合いながら、例えば・・・ガラス張りを活用してオ
ープン型の店舗作りがいいのでは？とかですかね。４回の会議を重ねる中で、一つだけ満場一致で決まっ
た事がこの会議に関わる人たちを「ヨコスカ濃いめdeリエゾン団」と命名した事です。
　意味合いとしては、ヨコスカ・・・上町より横須賀視点で
�　　　　　　　　　　濃いめ・・・ディープの意味で深く拘る
�　　　　　　　　　リエゾン・・・架け橋の意味�だそうです。
�１０月からは事業へ向けてトライアルとして山形物産市の物品を配達して、どのような反応を得られる
かを、試験的に始めます。まずは、チラシを作る事になり、Sくんが「チラシは、僕作りますよ！｣と積極
的に出てきてくれたので、お願いしてあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
こんな感じで「皆で出来るところを、しっかりこなし
て一つの目標を一丸となり、出来ればいいのかなぁ～」
と考えています。（イシカワ）

結成！リエゾン団（ってなんでしょう？)

・・・・孫の手・・・・




